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高木病院だより  　TAKAGI HOSPITAL NEWS

  TAKAGI
HOSPITAL

蟹は�＼少」遅イ�ぱべて＼新年明に�ぱむつ�めも

だのばぞ�び〜本年�™ゥぱどつ伎ぞぞべぱ�び〜

毎日勘ぞ日て続で�びて＼つ身体よ調子らぞづてめぱ

�だづ〜今冬ら例年ゅやどゼΜルΔダΜノよ流行て早

ど＼新型ゼΜルΔダΜノて大流行ぱべ22000099×22001100年よ

時棄ゅ匹敵びィ勢ぞも�言ェイむぞ�び〜

蟹は�＼だてぞ＼手洗ぞ＼ヴパデ着用オ忘イぴゅ〜特

ゅ人よ多ぞ場所ら避に�ぱ�だ〜

はむ＼＃高木病宇ぺ™ア＆�今怪て第5500号もやア�ぱ

べ〜年44怪よ発行オ目標もぱむつア�びて＼やづやづ達成

めでむつア�ふカ((〕;;))〜ねイづァ�是非＼気長ゅ次号よ

発行オつ待ほ頂にイりも思ぞ�び〜

うがい、手洗い、マスク着用、人ごみを避けて、インフルエンザ予防を。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
http://takagihp.jp/

♧食べすぎ、飲みすぎに注意してね♣

／崖来待合よ薬局前

ゅ置づイむぞィンパ

プ【〜／

／昨年当宇ゅ体験実

習め来む頂ぞべ四日

市南中額よ額生はカ

べほて作成ぱべ�よ

めび〜

／＃食事療法よンゼ

Μ�＆てづェぞぞゼ

Βパ�もェづア�び

ぞ内容め描づイむぞ

�び〜

／蟹は��允度御覧

ゅやぽむどぺはぞ〜

♥かわいいひな人形♥
／11月価旬＼崖来待合ダΕワ【プヱ【Δゅれや人形て飾���ア

まにァイ�ぱべ〜

／作成はイべ

よら＼22頁ゅ

掲載よ＃つひ

ぞはカもつり

ぜはカ＆よ飾���

アまにオぱむ

ぞべぺぞべ方

めび〜／

／ぞま�＼時

節ゅぜぽべ�

よオヲΒΜマ

セズめ飾���ぽむぞべぺぞむつア＼パプホル允同＼大変憾謝ぱ

むつア�びも共ゅ＼＃次ら可づやせ’＆も心待ほゅぱむぞ

ィ次第めび〜

http://takagihp.jp
http://takagihp.jp
http://takagihp.jp
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♡仲良しおじいさんとおばあさん♡ 
／

／前号ゅ続ぞむ＼今怪�崖

来待合ダΕワ【プヱ【Δよ

飾���アまにゅまぞむ紹壊ぱ�

び〜前怪も同ひ崖来慣者は

�ゅ作ぽむ頂で�ぱべ〜

／つひぞはカもつりぜはカ

てねべまめ仲良ど向���づぞ合

ぞやてァ座ぽむぞ�び〜／

／つひぞはカら新聞オ読

�＼つりぜはカら編�物オ

ぱむぞィ™だめび〜

／1111月ゅら壁ゅデΓパヴパボΓ【よ飾���アて＼ぷぱむ年明

にゅら赤富士よ描づイべ

凧よ飾���アて�にァイ�ぱ

べ〜

／つひぞはカもつりぜは

カよ掛ぱぷだや廻話て聞

ねぢむどィ™だめび〜／

／の来宇よ蟹は�＼入���宇

慣者は�よの架族は��

れも時よ癒����ぱオ味ェぽ

む頂にべァ幸ぞめび〜

�残念やてァ＼現在ら飾���

ァイむつア�ふカ‐●��((____))

 <°)))彡 お魚の水槽が新しくなりました <°)))彡
／

  ／崖来待合入���ぽむびなよ水槽てΓメ�【ズΔぱ�ぱべ〜／

／ねイ�め

よトΓ【Μ

もヅ��Δ

色よ明ィぞ

水槽づァト

Ε【オ主体

もぱべハホ

デや色ゅ変

ェア�ぱ

べ〜

／ねよ水槽

ら当宇て新築威来＼((竃))バ�ョΜニ【�ヴΓΜヒは�ゅつ

世話ゅやぽむぞ�び〜

／今怪＼前よ水槽づ

ァ55年て経我ぱべね

もめ＼ゼ�【バオて

ァアも変ぢむ��ぱ

べ〜

／照明�LLEEDDゅ変ェ

ア＼色よ鮮�づやネ

Μヌ�ゼフテΜベ�

デて新べゅ追家はイ

�ぱべ〜

／今後＼水槽よ状態て落ほ着で次第徐」ゅつ魚�ネΜヌオ

増�ぱむ行どぷだめび〜

♡切り絵のナースとドクター♡ 
／崖来受付よ向���づぽむ卯側柱ゅ切ア開よム【パも�デプ【

て�にァイむぞ�び〜

／滋会県東近江市

出身よ切ア開作

架＼横居匡≧つど

ぞべぺぱ∞はカよ

作品め＼四日市よ

近鉄百俄店ゅ出展

はイべ際ゅ購入���ぱ

べ�よめび〜

／横居匡はカら＼

独額め切ア開オ始

�ァイ＼11999911年＼

初�むよ個展オ凱

催〜ぷよ後＼滋会

県オ中心ゅ＼神

戸＼名古乙やゃめ

個展＼全国撹地よデΒル

�ゼワΜ�ゅ出展＼Θ【

デハ�ホロよ凱催等様」

や形め滑躍はイむぞ�

び〜

／＃切アゆぞべ空よ�ね

だ‐●��つどぞべぺぱよ切ぽ

べア貼ぽべアは�ぽべア•ｵ•ｵ•ｵ＆

もぞだレΖト≧hhttttpp::////ttaaddaa--

ookkuuii..ddrreeaammlloogg..jjpp∞�是非御

覧どぺはぞ〜

http://tada-okui.dreamlog.jp
http://tada-okui.dreamlog.jp
http://tada-okui.dreamlog.jp
http://tada-okui.dreamlog.jp
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食んィねもら生でィねも

中原まづは／≧高木病宇／緩理穎養士∞／

～ 今考えたい高齢者の食育 ～  
／£食茨％も聞ども＼子供ゅ対びィ食ん方�穎養よ教茨も

受にも�ァイてほめびて�ぽも大でや維味オ巌カめぞ�

び〜ぷイら＼食オ通ぱむ人関もぱむ生でィ力オ茨�ねもめ

び〜毎日口ゅびィ食ん物て＼私べほよ体オ作ア＼成長は

ふ＼滑動源もやア＼病気ゅ抵抗びィ力オ生�出ぱ�び〜

／高齢者よ食ゅまぞむら＼つぞぱど食んァイむぞィづ＼食

んィべ�よ咀嚼�嚥価よ能力らゃイどァぞぜィよづ‐●��や

ゃ＼�ェアよ人て™ど把斡ぱむぞづやにイりぞに�ふカ〜／／

／当宇よ入���宇慣者様ゅら＼個人ゅ殴ひべ食形態め提供ぱむ

ぞ�び〜ねイゅ™ア＼食んィねもよ掛ぱ�も基ろオ憾ひむ

ぞべぺにイりも＼思ぽむぞ�び〜

～ 高齢者の食事で気をつけたいポイント ～  
食事の偏りに注意しよう

／高齢ゅやィもぜぽはアぱべ味付に＼淡泊や食材オ好�や

ゃ嗜好≧好でや食ん物∞て変ェィねも�ぜア�び〜

／允人暮ァぱよ場合�＼夫婦二人ぺにめ我のびも＼手軽ゅ

食んァイィ麺料理�つ茶漬に＼ョΜめび�ふむぱ�ぞてほ

めび〜嬉本ら毎食＼主食…主菜…副菜よ料理オぷゥぢむ食

事オびィも穎養ユΒΜパて良どやア�び〜

～ 高齢者が食べやすい食品・食べにくい食品 ～
噛みやすくする工夫

～噛む力、口の中でもまとめる力を助ける～

⊆肉…野菜類…ぞ�類ら11口大よ食ん�びぞ大ではゅ切ア

�び〜

⊆栢�切アゅどぞ肉ら叩ぞべア＼皮よ部分�脂身ら切除ど

づ切ア目オ入���イ�び〜

⊆野菜やゃら時関オづにむ家熱ぱ歯なでめまゐふィどァぞ

ゅ�ェァづどぱ�び〜�べ羽ぱ包丁オ入���イィも栢�切ア

�びどやア�び〜

⊆野菜よ皮ら�で＼�ヴ��ムパよ皮ら�どづ＼切ア目オ

入���イ�び〜

⊆葉野菜ら�ェァづぞ葉先オ使用ぱ＼根菜やゃら繊医オ断

ほ切ィ™だゅぱむ切ア�び〜

飲み込みやすくする工夫

～まとめたり飲み込む力を助ける～

⊆食材ら煮崩イィどァぞゅ家熱ぱ＼舌も上ぜのめまゐふィ

どァぞゅ�ェァづどぱ�び〜�べ＼や�ァづゅやィ™だ

ゅ裏のぱぱべア＼ヵヅネ【ゅづにィ方法�ぜア�び〜

⊆院�込�オ助にィべ�ゅ＼片栗粉�ニ【Μパプ【ベ＼ピ

ΒベΜ＼もゥ�調整食品オ利用びィよ�允まよ方法めび〜

食べやすい食品 食べにくい食品 
めやす 食材・料理 内容 食材・料理 

おかゆ状のもの 

 

おかゆ、パンがゆ 

硬い生野菜 

 きゅうり、千切キャベツ、 

     レタス 
乳化されたもの 

 

ヨーグルト、飲むヨーグルト、
アイスクリーム 

繊維が残るもの 

 ふき、ごぼう、たけのこ、 

セロリ、もやし、水菜、 
青菜の茎の部分、パイナップルなど 

ポタージュ ポタージュスープ、シチュー、
カレー 

スポンジ状 がんも、凍り豆腐、はんぺん 

ネクター ピーチネクター、果物缶詰を
ミキサーにかけたもの、 
ピューレ 

酸味の強いもの 

 柑橘類、酢の物、酢みそ 

とろろ すりおろしたとろろいも 弾力が強いもの パン、スパゲッティ、ラーメン、 
こんにゃく 

ゼリー状 

ゼリー、 

  水ようかん、煮こごり 

噛みにくい（硬い） 
（薄くてぺらぺら
したもの） 

煎餅、厚みのある肉、りんご、梨、
柿、フライなどの衣、薄切り肉、 
ハム、かまぼこ 

プリン状 

 

 プリン、ムース、卵豆腐、 
 茶碗蒸し（具が無いもの） 

パラパラとまとま
りがない 
ボソボソするもの  

こふき芋、蒸かし芋、そぼろ、焼き
魚、チャーハン、ピラフ、お茶漬け 

ミンチ状 

やわらかい肉

団子、つみれ、つくね、 
ハンバーグ 

喉につまりやす
い、口の中に張り
付く のり、わかめ、青菜な

どの葉、きなこ、こんにゃく、もち 

    口の中でまとまり
にくく、喉へ流れ
込みやすい 水、お茶、味噌汁、 

すまし汁 
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／�4499号�めよBBaacckk  NNuummbbeerrオ忌望はイィ方ら受付�めつ申ぱ出価はぞ〜当宇ヱ【�ヰ【バめ

�BBaacckk  NNuummbbeerrオ見ィねもてめで�び〜

Hiro, I will always be with you. (by beymax)

冬野菜の代表野菜『白菜』！

−管理栄養士　中原つかさ−

／白菜ら�もカゃ水分め穎養夏て低ぞも思ェイてほめび

て＼は�ば�やラプヵΜ�ヵャΒΔてユΒΜパ™ど巌�イ

むぞ�び〜白菜よラプヵΜら水溶性やよめ鍋料理やゃゅ使

だもでら＼煮汁のも穎養

オ逃はぴ取ア入���イ�ぱ�

だ〜ハ�よ雑炊ららぴふ

�ふカょ((^^^^))〜�べ＼家熱

ゅ™ア嵩て減ィべ�＼べ

どはカよ量オ摂ィねもて

めで�び〜

／ 次ゅ紹壊びィ＃麻婆白

菜＆め�ねカやゅべどは

カ!!??も思だなァぞよ白菜オ

べぽゑアも使ぞ�び〜め

�出来上てアらほ�だゃ

食んァイィどァぞよ量ゅ

やア�びよめの以心オ〜

RReecciippee  nnoo..3311  麻婆白菜／≧11人分  228800kkccaall∞

 材料　4人分　 材料　4人分　
ひき肉（合挽か豚） 300g

白菜 1/4玉
玉ねぎ 中1個
白ねぎ 1本

調　味　料調　味　料
にんにく（チューブ可） 1かけ分

しょうがおろし（チューブ可） 10g
☆味噌 大さじ2

☆オイスターソース 大さじ1/2
☆砂糖・しょうゆ・豆板醤 各小さじ1

水 500㏄
水溶き片栗粉 適量
ごま油 適量

⑲白菜ら細切ア＼玉ょとも白ょとら�ひカ切アゅびィ〜

≧白ょとよ葉よ部分ら盛ア付によ彩ア用ゅ取ぽむつど∞〜

⑳ルΒゼョΜゅ油≧分量崖∞も＼ゅカゅど＼ぱ�だてオ入���

イむ箇ゅづに＼香アて出べァ白ょと…れで肉オ炒�ィ〜

�肉てンΖンΖゅやぽべァ＼べ�ょと�白菜よ順ゅ家ぢむ

はァゅ炒�ィ〜

��オ家ぢむ絡�ふつ™ぷ11分後ゅ水オ家ぢ＼鎧オぱむ55

分�ゃ煮込�〜

�水溶で片栗粉めもゥ�オまに＼の�油オ�ェぱ入���イィ〜

�盛アまにむ＼ょとよ葉よ部分オ散ァふり出来上てア〜

つ子様用ゅら＼豆板醤オ入���イぴゅ＼の飯よ上ゅよふむ麻婆

丼ゅぱむ�つぞぱぞめび™〜

☆おすすめ ☆　　　　　　　　　　　　　
『カッコーの巣の上で　　　　　　　　　　　

』　  　　　　　　　
11997755年  アメリカ映画

／題名て胤象的や瑛雅め

び〜蟹はカ�ゃねづめ聞

ぞべねもよぜィ名前よ瑛

雅めらやぞめぱ�だづ〜  ／／／／／／／／／／／／

／主猿らぜよ猿技派俳優

≧戒優∞め有名やバ�ホ

デ…メニΔフΜ〜／

／第4488怪ズッミヵ【賞作

品賞＼竿督賞＼主猿男優

賞≧バ�ホデ…メニΔフ

Μ∞＼主猿女優賞＼脚本

賞よ主要55部門ゅ輝ぞべ

瑛雅めび〜

／はァゅ22001122年ゅ益＃TToottaall  FFiillmm＆誌て発表ぱべ£瑛雅

史ゅ残ィ猿技ワパ�220000／≧TThhee  220000  GGrreeaatteesstt  MMoovviiee  

PPeerrffoorrmmaanncceess  ooff  AAllll  TTiimmee∞％めらバ�ホデ…メニΔフ

Μよねよ瑛雅めよ猿技て第11惟ゅ選りイむぞ�び〜

／11996633年99月よぜィ日＼ヂΕヌΜ州立精神病宇ゅれもアよ

男て収容はイべ〜男よ名らΒΜ�Δ…PP…ヴデヴ【ルセ〜

／彼ら刑務所よ強制労働オ逃イィべ�ゅ狂人オ装ぽむぞ

べ〜ぱづぱ精神病宇ら�ぽも悲惨や状況ゅぜぽべ〜絶対権

限オ持ぽむ君臨びィ管護婦長ゅ™ぽむ嬰永はイ＼慣者べほ

ら無気力や人関ゅはイむぞべよめぜィ〜自由オ握びィ彼ら

規則みど�よ日常ゅ対ぱむは�ば�や手段め病宇側ゅ反抗

ぱ™だもびィ〜�てむ彼ら慣者べほよ人気者もやア＼慣者

べほ自身�本来よ心オ少ぱぴま取ア戻ぱ始�べ〜ぷカや彼

よ行動ゅ脅畏オ憾ひべ病宇側ら＼電気ハ�ホデ療法オ凱始

びィて＼ヴデヴ【ルセ�脱走オ計雅ぱ始�ィ‐●��〜

／ドΜ…ヅ【バ【原作よワパ�ビΒ【オ瑛像佳〜衝撃的や

Βパ�ハ【Μて憾動オ呼ろ�び〜／／／／／／／／／KK..TT／


